
INFORMATION 2019年 4月 
●スクールスケジュール      ●ゴールデンウィークテニス祭り      ●昭和の森テニススクールキャンペーンのご案内       ●キッズ・ジュニアGW特別レッスン       ●ルーキーズチャレンジ2019     ●昭和の森ショップからのお知らせ     裏面●GW特別レッスン 

★キッズ・ジュニア ゴールデンウィーク 特別レッスン   4/8（月）～ご予約を受付致します。 

レッスン 内容 4/29（月）昭和の日 4/30（火）退位の日 5/1（水）即位の日  5/3（金） 憲法記念日 5/4（土）みどりの日 5/5（日）こどもの日 

ジュニア強化練習会 
 

料金¥2,160 

休みの日に練習して、 
ライバルに差をつけよう！ 

●15：00～17：00 

JO：乙部(16名) 

JG：小林（16名） 

   ●15：00～17：00   

JY1.2：小林 （10名） 

JY3.4：須賀川 （10名） 

 

  

チャレンジジュニア 
 

料金¥3,240 

日頃、練習していることを試そう!! 
試合(ゲーム)を覚えて、テニスというスポー
ツを学んでいきます。 

 デコターフコート 

●9：00～13：00 小野 

オレンジ：定員16名 

●13:00～17：00 浜口 

グリーン：定員16名 

    

プチプライベートレッスン 
 

料金¥4,570  

定員：1～3名 

1名でもグループでもＯＫです。家族や、お友達み
んなで30分間コーチを独り占めできます。（1日2ク
ラスまでの申込となります。前日空きがある場合
はプラスで予約が取れます） 

  ※デコターフコート 

●10：00～10：30（金矢） 

●10：30～11：00（金矢） 

●12：00～12：30（金矢） 

●12：30～13：00（金矢） 

  ●9：00～9：30（大川） 

●9：30～10：00（大川） 

●10：00～10：30（黒澤） 

●10：30～11：00（黒澤） 

お申込み・お問い合わせは…  

        昭和の森テニススクールフロント迄  TEL:042-546-3055 

特別レッスンについて・・・ 
○ご予約の少ないレッスンは、レッスン日の3日前に一度締めさせて頂きます。人数によっては、不成立になったり、合同になる場合もございます。    ○コーチが急に変更になる場合もございます。      ○レッスン日の3日前からのキャンセルは、キャンセル料（100％）を頂きます。   

●昭和の森ショップからのお知らせ            ～ラケットキャンペーン開催～ 
 

ブリヂストン、Tecnifibre＆Prince     

   ※4/4（木）～4/25（木）まで！ 
 

  ①ラケット価格 定価より20％OFF    

  ②サービスガット付き    

  ③張り代サービス 

●昭和の森テニススクールキャンペーンのご案内 
 

①お友達・ご家族紹介キャンペーン 
 

お友達やご家族を昭和の森テニススクールに紹介してくれた方には、 

4月のレッスンが1ヶ月受け放題となります。 
 

【紹介者特典】  4月度の間、レッスン受け放題  
               

【入会者特典】  ①入会金＆初月月謝50％OFF   

           ②昭和の森テニスセンターショップ券￥3,000 

           ③エニイタイムチケットプレゼント  

           ④入会月レッスン受け放題 
 

 

●スクールスケジュール ～休講日には特別レッスン開催!裏面をご覧ください～ 
 

4月度：4/1 (月）～4/28(日)  休講日：4/29（月）～4/30（火）   

5月度：5/6 (月）～6/ 2(日)   休講日：5/1（水）～5/5（日） 

6月度：6/3 (月）～6/30(日)     

●ゴールデンウィークテニス祭り 

 

        
 

②新入園・新入学おめでとうキャンペーン   
   

 新入園・新入学おめでとうキャンペーン対象の方は、フロントにお申し出ください。 
 

【対象】2019年4月に新入園、新入学   

      （保育園・幼稚園・小学・中学・高校・大学）の方  
 

【内容】4月のレッスンが1ヶ月受け放題 
 

※受け放題について・・・ 

・平日在籍の方が、土日で受講の場合は、￥430料金が発生いたします 

・WEBシステムからお申込みの場合は、エニイタイムレッスンからお申込みください。 

・受け放題の受講クラスは、同じレベルかひとつ下のレベルの空いているクラスでのご受講になります。 

テ
ニ
ス
祭
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●ルーキーズチャレンジ2019                             ※お申込みは、WebまたはQRコードのみとなります。 
【日時】5/5（日） ※予備日5/19（日）   【定員】レッド、オレンジ、グリーン、イエロー  各24名 

【集合】レッド、オレンジ・・・8：45集合（13：00終了予定）、グリーン、イエロー・・・11：45集合（17：00終了予定） 

【料金】￥3,000   【会場】昭和の森テニスセンター   【対象】テニスユニバース関連スクール生 小学1年生～中学1年生 

【内容】試合はシングルス形式で、参加者からグループをつくり、団体戦を行います。できる限り沢山試合を行います。 
 

ルールとマナーを覚え、普段とは違う環境でチャレンジすることによる、子供たちの成長をサポートします！ 

試合が初めての方も安心してご参加ください。 

                                    お申込み・お問合せ・・・テニスユニバース開発企画室 042-483-9321まで 

インドア6面を使い、テニスをしたり、イベントなどをする予定です。 

1日昭和の森で楽しみましょう！詳細は後日発表いたします。 

  【開催日】 2019年5月5日（日）こどもの日 

   【時  間】 10：00～17：00 



★ゴールデンウィーク 特別レッスン   4/8（月）～ご予約を受付致します。 

レッスン 内容 4/29（月）昭和の日 4/30（火）退位の日 5/1（水）即位の日 5/2（木）国民の休日 5/3（金） 憲法記念日 5/4（土）みどりの日 5/5（日）こどもの日 

早朝シングルス練習会 
 

 料金：¥2,300  定員：各24名 

少人数設定のシングルス練習会です。 
※インドアコート利用 

●7：00～9：00 

中級1～上級：福島 

 ●7：00～9：00 

中級1～上級：小林 

 ●7：00～9：00 

中級1～上級：南 

●7：00～9：00※16名まで 

中級1～上級：須賀川 

 

おはようテニススペシャル 
 

 料金：¥1,700   

おはようテニスです。早朝の親睦目的のダブ
ルス練習会！！※インドアコート利用 

 ●8：00～10：00 定員30名 

初中級～上級：松塚 

 ●8：00～10：00 定員25名 

初中級～上級：片桐 

  

2時間総合レッスン 
 

  料金：¥4,670  定員：各10名 

※振替受講可 差額￥1,700 

基本が出来ていると出来ていないとでは上達の
スピードが違います。２時間で徹底的に基本を
身に付けていきます。「基本が崩れているか
も？」という方にもおススメです。 

●9：00～11：00 

①初・初中：福島 

②中1.2：小林 

③中3.～：片桐 

   ●9：00～11：00 

①初・初中：小林 

②中1.2：南 

③中3.～：大川 

 

ショット別強化レッスン 
 

料金¥2,570 定員：各6名 

レベル  フリー 

ボール出しで徹底的にショットレッスン。 
レベルはどなたでも受講できます。 
 
Fストローク・・・フォアハンドストローク 
Bストローク・・・バックハンドストローク 

●13：00～14：00 

①Fストローク：南 

②ハイボレー：乙部 

③フラットサーブ：難波 

●14：00～15：00 

①Bハンドストローク：南 

②ローボレー：乙部 

③スライスサーブ：難波 

 デコターフコート 

●9：00～10：00 

①ストローク：金矢 

●10：00～11：00 

②サーブ：小林 

●11：00～12：00 

①ボレー：金矢 

②リターン：小林 

  ●11：00～12：00 

①Fストローク：大川 

②Bストローク：南 

③サーブ：黒澤 

2時間実戦レッスン  

 【ダブルス】 料金：￥4,980 定員：6名 

 【シングルス】料金：￥4,980 定員：5名 

ダブルス・シングルスのポジション・配球を中

心に実戦に強くなることを目的とします。 

●11：00～13：00ダブルス 

①初・初中：南 

②中1.2：小林 

③中3.～：片桐 

   ●11：00～13：00ダブルス 

①初・初中：小林 

②中1.2：黒澤 

③中3.～：大川 

●9：00～11：00シングルス 

①中1.2：南 

③中3.～：須賀川 

プチプライベートレッスン 
 

料金¥4,570 定員：1～3名 

1名でもグループでもＯＫです。家族や、お友
達みんなで30分間コーチを独り占めできま
す。（1日2クラスまでの申込となります。前日
空きがある場合はプラスで予約が取れます） 

  ※デコターフコート 

●10：00～10：30（金矢） 

●10：30～11：00（金矢） 

●12：00～12：30（金矢） 

●12：30～13：00（金矢） 

  ●9：00～9：30（大川） 

●9：30～10：00（大川） 

●10：00～10：30（黒澤） 

●10：30～11：00（黒澤） 

ボディワークマスター 
 

料金¥3,780 定員：6名 

ショット別レッスンのトレーナー編。 

トレーナー目線での、身体の使い方を主とし

たショット強化レッスン。 

●9：00～10：00 ストローク編

（フリー）：吉住・松塚 

●10：00～11：00 ボレー編 

（フリー）：吉住・松塚 

     

ムーブメントチェックonコート 

料金¥3,240 定員：1名 

トレーナーによるプライベートレッスン。 
リクエストに応じて、動きのエラーを修正いた
します。 

●11：00～11：30：吉住 

●11：30～12：00：吉住 

     

コーチにチャレンジ！ 

シングルス負けたら全額返金 
 

料金：¥4,650 定員：各1名 

コーチと45分一本勝負！ 
（シングルス1セットマッチ） 

    難波、須賀川 

●10：00～10：45 

●11：00～11：45 

●12：00～12：45 

 

ワンデーレディースキャンプ 

料金：¥11,000  定員：8名 

金矢コーチによる、女性限定のワンデーキャ

ンプです。5時間たっぷりテニスができます。 

   ●9：00～15：30  

中級2以上：金矢 

 （休憩時間12：00～13：30） 

  

TEAM昭和の森 
 

料金：¥1,780  定員：30名 

プラクティスタイム1時間、ゲームタイム1時間

をお楽しみいただけます。 

 ※TEAM昭和の森在籍者のみ 

●13：00～15：00：松塚   ●16：00～18：00：小野 ●13：00～15：00：黒澤  

スクール生感謝祭  

コーチがキャプテン対抗戦 
 

料金：￥2,800 定員：48名 

当日集まったメンバーでチームを編成しコー
チと参加メンバーで対抗戦を行います。 

     ●13：00～16：00 

参加予定コーチ 

大川・黒澤・小林・難波 

南・須賀川・松塚 

GWトーナメント 
   シングルストーナメント ¥4,900  

   ダブルストーナメント ￥6,000/1ペア 

リーグ戦後、順位別トーナメントを行います。
※集まったメンバーによって内容は変わります。 

  ●10：00～16：00 

女子ダブルス12ペア 

ミックスダブルス12ペア 

 

●10：00～16：00 福島 

男子シングルス 16名 

※中級1以上  ￥4,900 

  

いぶし銀男子 

シングルストーナメント 
 

料金¥4,600 定員：24名 
  お申込みについては別紙をご確認ください 

リーグ戦後、決勝トーナメント 

（各リーグ1位・2位、3位・4位） 

ノーアド6ゲーム先取り※決勝戦のみ1セット

マッチ(6-6タイブレーク) 

 ●10：00～16：00  

男子シングルス 50歳以上 

※3/30（土）より申込み 

  

    

 スクールWEBシステムからのご予約方法     

  《特別レッスン》 → 《新たなレッスンのお申込みはこちら》 → 《ご希望のレッスン名の選択》 → 《お支払い方法の選択》 → 《申込》  ご予約完了!!   

特別レッスンについて・・・ 
○ご予約の少ないレッスンは、レッスン日の3日前に一度締めさせて頂きます。人数によっては、不成立になったり、合同になる場合もございます。 
○コーチが急に変更になる場合もございます。  ○レッスン日の3日前からのキャンセルは、キャンセル料（100％）を頂きます。   

●レッスン受講でポイント貯めてレッスン券をGet!! 

・ゴールデンウィークの特別レッスンを受講すると、￥1,000で1ポイントずつポイントがたまるポイントカード進呈！ 

5個ポイント貯まるとレッスン券を1枚差し上げます。（お一人1枚のカードとなりますので、家族間の共有はできません） 
※端数の金額は切捨てとなります。  ※一般クラスのみ対象。 

テ
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